
第1節　石井5
  6月  3日 vs vs vs vs

審判 主・第4 AGRESTE 副 USC 主・第4 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 副 Rot'z 主・第4 ﾓﾉﾘｽSC 副 Dexerials 主・第4 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 副FC　ﾗﾐﾅｽFC

第2節  石井6
  6月   17日 vs vs vs vs

審判 主・第4 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 副 ﾓﾉﾘｽSC 主・第4 USC 副 Rot'z 主・第4 ｶﾙﾎﾞｽ 副 SASUKE 主・第4 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 副 AGRESTE

第3節  柳田
  7月  1日 vs vs vs vs

審判 主・第4 Rot'z 副 ｶﾙﾎﾞｽ 主・第4 ﾗﾐﾅｽFC 副 Dexerials 主・第4 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 副 USC 主・第4 SASUKE 副 AGRESTE

第4節  石井5
  7月  8日 vs vs vs vs

審判 主・第4 ｶﾙﾎﾞｽ 副 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 主・第4 SASUKE 副 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 主・第4 ﾗﾐﾅｽFC 副 ﾓﾉﾘｽSC 主・第4 Dexerials 副 Rot'z

第6節  柳田
   9月  16日 vs vs vs vs

審判 主・第4 ｶﾙﾎﾞｽ 副　ﾗﾐﾅｽFC 主・第4 Rot'z 副 AGRESTE 主・第4 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 副 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 主・第4 USC 副 ﾓﾉﾘｽSC

第5節  石井3
 10月  7日 vs vs vs vs

審判 主・第4 Dexerials 副 SASUKE 主・第4 ﾓﾉﾘｽSC 副 ｶﾙﾎﾞｽ 主・第4 USC 副　ﾗﾐﾅｽFC 主・第4 AGRESTE 副 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ

第7節  石井5
 10月  21日 vs vs vs vs

審判 主・第4 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 副　ﾗﾐﾅｽFC 主・第4 USC 副 Dexerials 主・第4 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 副 Rot'z 主・第4 ﾓﾉﾘｽSC 副 SASUKE

第8節  石井6
 10月  28日 vs vs vs vs

審判 主・第4 ﾓﾉﾘｽSC 副 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 主・第4 ﾗﾐﾅｽFC 副 AGRESTE 主・第4 SASUKE 副 Rot'z 主・第4 ｶﾙﾎﾞｽ 副 Dexerials

第9節  柳田
11月  11日 vs vs vs vs

審判 主・第4 USC 副 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 主・第4 Dexerials 副 ｽﾎﾟﾙﾄかわち 主・第4 AGRESTE 副 ｶﾙﾎﾞｽ 主・第4 ﾗﾐﾅｽFC 副 SASUKE

第10節  石井5
12月  2日 vs vs vs vs

審判 主・第4 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 副 Dexerials 主・第4 AGRESTE 副 ﾓﾉﾘｽSC 主・第4 SASUKE 副 USC 主・第4 Rot'z 副　ﾗﾐﾅｽFC

第11節  石井6
12月  9日 vs vs vs

審判 主・第4 ｶﾙﾎﾞｽ 副 USC 主・第4 Rot'z 副 ﾓﾉﾘｽSC 主・第4 SASUKE 副 ｽﾎﾟﾙﾄかわち

第12節  柳田
1月  20日 vs vs

審判 主・第4 Dexerials 副 AGRESTE 主・第4 ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ 副 ｶﾙﾎﾞｽ

ユニホームは対戦表の前側（左側）チームが優先
※諸事情により変更の場合は相手チームと要相談

手順１

正　ｼｬﾂ/ﾊﾟﾝﾂ 副　ｼｬﾂ/ﾊﾟﾝﾂ 手順２

1 赤/黒 白/白 手順３

2 赤/黒 白黒/白 手順４

3 オレンジ/黒 水色/白 手順５

4 緑/白 紫/紫

5 水色/黒 赤/白 手順６

6 黄/黄 赤黒/黒

7 オレンジ/黒 白/白

8 青/青 赤/赤

9 青白/青 赤/白

10 白/黒 赤/白SASUKE FC

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ
ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

Dexerials AGRESTE FC

ｶﾙﾎﾞｽ・ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

ﾗﾐﾅｽFC AGRESTE FC ﾓﾉﾘｽSC
ｽﾎﾟﾙﾄかわち

ｾｶﾝﾄﾞ

SASUKE　FC

ｽﾎﾟﾙﾄかわちｾｶﾝﾄﾞ

主審・第4審判は対戦表の前側チーム、副審は後側チームで実施

審判：第1試合と第2試合、第3試合と第4試合のチームでそれぞれ実施

AGRESTE FC ﾓﾉﾘｽSC

AGRESTE FC

FC Rot'z

USC

SASUKE　FC
ｽﾎﾟﾙﾄかわち

ｾｶﾝﾄﾞ
ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

USC

Rot'z ﾗﾐﾅｽFC

ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ

ﾗﾐﾅｽFC

USC Dexerials
ｽﾎﾟﾙﾄかわち

ｾｶﾝﾄﾞ
ﾗﾐﾅｽFC

ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

AGRESTE FC

SASUKE　FC

チーム名
ユニホーム

321-0132　宇都宮市雀の宮4-23-39　　　青木　博仁

ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

USC

SASUKE　FC

ｽﾎﾟﾙﾄかわち
ｾｶﾝﾄﾞ

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ

ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

Dexerials

ﾓﾉﾘｽSC SASUKE　FC

Dexerials

SASUKE　FC Rot'z

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ Rot'z

SASUKE　FC

ﾗﾐﾅｽFC

USC

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ

Rot'z ﾓﾉﾘｽSC

Dexerials

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ

ｽﾎﾟﾙﾄかわち
ｾｶﾝﾄﾞ

USC

Rot'z

ﾓﾉﾘｽSC Dexerials

ﾗﾐﾅｽFC

USC

ﾓﾉﾘｽSC

ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ Dexerials
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USC

第４試合（１４：３０～）

ｽﾎﾟﾙﾄかわち
ｾｶﾝﾄﾞ

Rot'z AGRESTE FC USC

Dexerials

DexerialsﾓﾉﾘｽSC

ｽﾎﾟﾙﾄかわち
ｾｶﾝﾄﾞ

AGRESTE FC

第１試合（９：３０～） 第２試合（１１：１０～） 第３試合（１２：５０～）

Rot'z

ﾗﾐﾅｽFCｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ

USC

SASUKE　FCRot'z

ｶﾙﾎﾞｽ・
ｱﾏﾘｰｼﾞｮ

ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ ﾓﾉﾘｽSC

 FAX：028-625-4565　mail：sports@shimotsuke.co.jp

AGRESTE FC
ｽﾎﾟﾙﾄかわち

ｾｶﾝﾄﾞ

第1試合の主審が試合結果記録表を持参

審判報告書は各試合の主審が持参

第4試合の主審は下野新聞社へ当日17:30までに試合結果をFAX又はメール

ﾗﾐﾅｽFC

ﾓﾉﾘｽSCﾗﾐﾅｽFC

AGRESTE FC

ﾗﾐﾅｽFC

ｽﾎﾟﾙﾄかわち
ｾｶﾝﾄﾞ

SASUKE　FC

AGRESTE FC

Dexerials

ﾓﾉﾘｽSC ｸﾞﾗﾝﾃｨｰﾛ

翌日までにＵリーグ事務局へ　試合結果記録表1枚・審判報告書4枚　を投函

Rot'z



第1節

vs vs vs vs

主・第4 ペガサス 主・第4 清原FC 主・第4 国本SC 主・第4 キャッスル FC増毛

線審 バルセロニャ 線審 ALONZA 線審 クラッツアー 線審 サゴマンズ FM本郷

第2節

vs vs vs vs

主・第4 清原FC 主・第4 FC増毛 主・第4 キャッスル 主・第4 ALONZA サゴマンズ

線審 ペガサス 線審 FM本郷 線審 国本SC 線審 バルセロニャ クラッツアー

第3節

vs vs vs vs

主・第4 ALONZA 主・第4 サゴマンズ 主・第4 バルセロニャ 主・第4 FM本郷 ペガサス

線審 FC増毛 線審 クラッツアー 線審 キャッスル 線審 清原FC 国本SC

第4節

vs vs vs vs

主・第4 バルセロニャ 主・第4 ペガサス 主・第4 FM本郷 主・第4 クラッツアー 清原FC

線審 サゴマンズ 線審 キャッスル 線審 国本SC 線審 FC増毛 ALONZA

第5節

vs vs vs vs

主・第4 クラッツアー 主・第4 国本SC 主・第4 FC増毛 主・第4 サゴマンズ バルセロニャ

線審 FM本郷 線審 清原FC 線審 ペガサス 線審 ALONZA キャッスル

第6節

vs vs vs vs

主・第4 キャッスル 主・第4 バルセロニャ 主・第4 清原FC 主・第4 国本SC FC増毛

線審 ALONZA 線審 クラッツアー 線審 サゴマンズ 線審 ペガサス FM本郷

第7節

vs vs vs vs

主・第4 FC増毛 主・第4 ALONZA 主・第4 サゴマンズ 主・第4 清原FC 国本SC

線審 キャッスル 線審 FM本郷 線審 ペガサス 線審 バルセロニャ クラッツアー

第8節

vs vs vs vs

主・第4 サゴマンズ 主・第4 清原FC 主・第4 ALONZA 主・第4 ペガサス バルセロニャ

線審 サゴマンズ 線審 FC増毛 線審 クラッツアー 線審 FM本郷 キャッスル

第9節

vs vs vs vs

主・第4 FM本郷 主・第4 クラッツアー 主・第4 ALONZA 主・第4 FC増毛 ペガサス

線審 キャッスル 線審 清原FC 線審 国本SC 線審 バルセロニャ サゴマンズ

第10節

vs vs vs vs

主・第4 バルセロニャ 主・第4 クラッツアー 主・第4 FC増毛 主・第4 キャッスル ALONZA

線審 国本SC 線審 ペガサス 線審 サゴマンズ 線審 清原FC FM本郷

第11節 清原FC

vs vs vs ALONZA

主・第4 キャッスル 主・第4 国本SC 主・第4 サゴマンズ ペガサス

線審 クラッツアー 線審 FC増毛 線審 FM本郷 バルセロニャ

第12節 清原FC

vs vs キャッスル

主・第4 ペガサス 主・第4 バルセロニャ クラッツアー サゴマンズ

線審 ALONZA 線審 FM本郷 FC増毛 国本SC

ALONZA 休
1月20日

石井5

クラッツアー 休
12月9日

柳田

バルセロニャ FM本郷 ペガサス

FC増毛 サゴマンズ 休
12月2日

石井6

国本SC FC増毛 サゴマンズ FM本郷 キャッスル

クラッツアー ペガサス バルセロニャ 国本SC キャッスル 清原FC

バルセロニャ ALONZA 国本SC 休
11月11日

石井5

ALONZA クラッツアー 休
10月28日

柳田

クラッツアー 清原FC FM本郷 キャッスル FC増毛

清原FC FC増毛 サゴマンズ サゴマンズ ペガサス FM本郷

バルセロニャ サゴマンズ ペガサス 休
10月21日

石井6

清原FC サゴマンズ 休
9月16日

石井3

ALONZA FM本郷 FC増毛 キャッスル 清原FC

バルセロニャ クラッツアー キャッスル ALONZA 国本SC ペガサス

ALONZA FC増毛 ペガサス 休
7月29日

柳田

FM本郷 国本SC 休
7月8日

石井6

国本SC 清原FC クラッツアー FM本郷 サゴマンズ

ペガサス キャッスル バルセロニャ サゴマンズ クラッツアー FC増毛

清原FC バルセロニャ キャッスル 休
7月1日

石井5

キャッスル 国本SC 休
6月17日(日)

柳田

サゴマンズ クラッツアー ALONZA FC増毛 FM本郷

FC増毛 FM本郷 清原FC ペガサス ALONZA バルセロニャ

サゴマンズ 国本SC クラッツアー 休
6月3日(日)

石井6

2018年度Uリーグ　B ブロック　試合日程表
第１試合（ 9：30～） 第２試合（11：10～） 第３試合（12：50～） 第４試合（14：30～）

清原FC ALONZA ペガサス バルセロニャ キャッスル



Ｕリーグ2018　Cブロック試合日程

会場 試合無し

第１節 - - - -
NTT栃木FC

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第２節 - - - -
瑞穂野FC

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第３節 - - - -
DRD

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第４節 - - - -
FCブラッドレス

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第５節 - - - -
FCポンコツ

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第６節 - - - -
FCブラッドレス

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第７節 - - - -
FC EARLY BIRDS

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第８節 - - - -
レオン自動機

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第９節 - - - -
ぼくらジュニオール

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第10節 - - - -
FCポンコツ

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第11節 - - -

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

第12節 - -

主審 主審 主審 主審

副審 副審 副審 副審

PAZZO１９９３
FC EARLY

BIRDS
柳田緑地

6月3日 FCブラッドレス FCポンコツ PAZZO１９９３ DRD

第１試合（9:30～） 第２試合（11:10～） 第３試合（12:50～） 第４試合（14:30～）

FCポンコツ ぼくらジュニオール FCブラッドレス レオン自動機 DRD 瑞穂野FC

宇都宮WINGS
レオン自動機 ぼくらジュニオール FC EARLY BIRDS 瑞穂野FC

ぼくらジュニオール レオン自動機 FCポンコツ FCブラッドレス NTT栃木FC 宇都宮WINGS DRD PAZZO１９９３

石井５
6月17日 FCブラッドレス レオン自動機 DRD 宇都宮WINGS FC EARLY BIRDS

FCポンコツ ぼくらジュニオール PAZZO１９９３ NTT栃木FC

瑞穂野FC
FC EARLY

BIRDS
ぼくらジュニオール NTT栃木FC FCポンコツ レオン自動機 FCブラッドレス 宇都宮WINGS

石井６
7月1日 ぼくらジュニオール 瑞穂野FC FCブラッドレス FCポンコツ PAZZO１９９３

NTT栃木FC FC EARLY BIRDS 宇都宮WINGS レオン自動機

DRD 宇都宮WINGS 瑞穂野FC PAZZO１９９３ ぼくらジュニオール
FC EARLY

BIRDS
FCポンコツ NTT栃木FC

柳田緑地
7月8日 PAZZO１９９３ 宇都宮WINGS NTT栃木FC FC EARLY BIRDS レオン自動機

瑞穂野FC DRD FCポンコツ ぼくらジュニオール

PAZZO１９９３ NTT栃木FC
FC EARLY

BIRDS
宇都宮WINGS FCブラッドレス DRD レオン自動機 瑞穂野FC

石井５
7月29日 FC EARLY BIRDS NTT栃木FC レオン自動機 FCブラッドレス ぼくらジュニオール

宇都宮WINGS PAZZO１９９３ 瑞穂野FC DRD

FC EARLY

BIRDS
FCポンコツ 瑞穂野FC

石井３

PAZZO１９９３ 宇都宮WINGS ぼくらジュニオール DRD レオン自動機

10月21日

ぼくらジュニオール PAZZO１９９３ FCポンコツ レオン自動機

PAZZO１９９３ FCブラッドレス 瑞穂野FC FCポンコツ

DRD 瑞穂野FC NTT栃木FC

9月23日

レオン自動機

ぼくらジュニオール FCブラッドレス レオン自動機 PAZZO１９９３ FCポンコツ

NTT栃木FC
DRD 宇都宮WINGS 瑞穂野FC FC EARLY BIRDS

FCブラッドレス 瑞穂野FC
FC EARLY

BIRDS
NTT栃木FC FCポンコツ

宇都宮WINGSぼくらジュニオール NTT栃木FC DRD

PAZZO１９９３ ぼくらジュニオール 宇都宮WINGS

石井５

柳田緑地

10月28日 NTT栃木FC 瑞穂野FC 宇都宮WINGS PAZZO１９９３ DRD
FC EARLY BIRDS FCブラッドレス ぼくらジュニオール FCポンコツ

FCポンコツ
FC EARLY

BIRDS
レオン自動機 DRD 瑞穂野FC 宇都宮WINGS FCブラッドレス NTT栃木FC

石井３
11月18日 DRD FCポンコツ FCブラッドレス 瑞穂野FC PAZZO１９９３

レオン自動機 FC EARLY BIRDS NTT栃木FC 宇都宮WINGS

FCブラッドレス PAZZO１９９３ レオン自動機 宇都宮WINGS ぼくらジュニオール 瑞穂野FC DRD
FC EARLY

BIRDS
柳田緑地

12月2日 宇都宮WINGS PAZZO１９９３ FC EARLY BIRDS 瑞穂野FC NTT栃木FC
レオン自動機 FCブラッドレス DRD ぼくらジュニオール

12月9日 FCポンコツ ぼくらジュニオール レオン自動機

宇都宮WINGS PAZZO１９９３ NTT栃木FC

レオン自動機 NTT栃木FC FCポンコツ 宇都宮WINGS ぼくらジュニオール PAZZO１９９３ ― ―

石井５

石井６
1月20日 FC EARLY BIRDS NTT栃木FC

FCブラッドレス

DRD NTT栃木FC FCブラッドレス
FC EARLY

BIRDS
― ―

DRD

― ―

FCブラッドレス

DRD

瑞穂野FC

FC EARLY BIRDS

FCポンコツ

ぼくらジュニオール

レオン自動機

瑞穂野FC

PAZZO１９９３

宇都宮WINGS


